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1、 主  催  北信バドミントン協会 

2、 主  管  北信高体連バドミントン専門部 

3、 日  時  令和３年 ２月１１日（木）  

8:30開場  8:45練習開始 10:00競技開始 

4、 会  場  男子：須坂市民体育館  女子：須坂創成高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 確認事項 ～ 

(1) 進行について以下の点を確認してください。 

◇インターバルは通常通り取ることができる。顧問、コーチのアドバイスも必要であれば可能。 

◇マッチ(試合)前の練習は行わない。コールされたらすぐに指定コートに入り試合を始める。 

  ◇負けた選手は、試合終了後すぐに審判用紙を持って本部に提出する。 

(2) 敗者審判制ですので、以下の点を確認してください。 

◇インターバルの際は、ストップウォッチで計測し、残り 20 秒になったら、選手にコートに入るよう促す。 

◇試合終了時に必ず、勝者サインをもらうこと。 

◇試合終了後、敗者選手に審判用紙を渡すこと。 

(3) 会場使用について 

◇自転車は、駐輪場に整然と並べること。 

◇外履きは、ビニール袋など各自で用意し、ベンチに持っていくこと。体育館の下駄箱は使用しないこと。 

  ◇ごみは責任を持って必ず持ち帰ること。 

  ◇会場の自販機で購入したもの以外の空きボトルなどは設置されたゴミ箱には入れないこと。 

  ◇トイレはみんなが気持ちよく使用できるよう、きれいに使用すること。 

(4)その他 

  ◇厳しい寒さが予測されます。試合前の準備運動をしっかりと行うこと。  

◇貴重品の管理を徹底すること。 

(5)感染対策について 

◇感染者・濃厚接触者は、保健所が指定する出席停止期間、大会参加は禁止です。校内で陽性者等が出た場合

は、各校の指針に従って参加を判断してください。  

◇試合がないときは、原則としてマスクの着用をしてください。また、観客席は密にならないようにしてくだ

さい。  

◇アリーナへ入場する際、手指消毒を徹底してください。 

◇大声を出しての応援は、禁止とします。歌やリズムをとる応援も禁止とします。  

◇健康状態観察シートを各校毎、大会当日に提出してください。  

◇保護者、ＯＢなどの来場は原則禁止です。大会に参加しない 1・２年生の部員の来場は可とします。 

 



北信地区２年生大会　練習コート割

時間 1 2 3 4 5 6 7(2体) 8(2体) 9(2体) 10(2体)

8：45-9：00 3 立志館 4 中野西 5 須坂東 6 須坂 7 須坂創成 8 北部 10 長野 11 長野西 11 長野西 13 長野東

9：00-9：15 2 6 長野女子 9 長野吉田 9 長野吉田 12 長野商業 14 長野工業 24 市立長野 17 長野南 17 長野南 28 長野日大 28 長野日大

9：15-9：30 2 1 屋代 21 屋代 22 屋代南 1 飯山 18 篠ノ井 18 篠ノ井 29 長野俊英

時間 1 2 3 4 5 6 7 8

8：45-9：00 3 立志館 4 北部・中野西 5 須坂東 5 須坂東 6 須坂 6 須坂 7 須坂創成 7 須坂創成

9：00-9：15 1 飯山 30 長野高専 9 長野吉田 9 吉田・西 11 長野西 10 長野 28 長野日大 13 長野東

9：15-9：30 長商・俊英 29 長野俊英 14 長野工業 14 長野工業 18 篠ノ井 18 篠ノ井 18 篠ノ井 17 長野南

9：30-9：45 2 3 坂城 21 屋代 22 屋代南 24 市立長野 24 市立・松代 20 松代 19 更級農業 19 更級農業

※男子はコート数に限りがあるため、手狭になる学校がありますが、よろしくお願いします。

須坂創
成

(女子)

須坂市
民

(男子)





令和２年度北信地区高校２年生バドミントン大会 男子ダブルス

月岡 晟・関 恭汰 (市立長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────20 富田 翔大・織田 陽翔 (更級農業)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(14)

中島 雄斗・市村 拓己 (坂城) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21 中野 快晴・宮嵜 碧海 (屋代)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(4)

鈴木 優希・伊藤 慈 (長野吉田) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────22 宮尾 隼成・中島 雅斗 (篠ノ井)

(22)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(26)

小林 涼・山岸 甚太 (須坂創成) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 齊藤 優輝・中村 友音 (須坂東)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(15)

西尾 瞳吾・若林 吹 (篠ノ井) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 岡田 彪冴・飯島 晴貴 (長野東)

(30)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(32)

樋口 岬・小林 輝 (長野西) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 小野澤 太一・保倉 翔吾 (須坂)

(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(16)

傳田 清貴・植木 悠太 (須坂) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26 丹治 悠真・中村 優冴 (篠ノ井)

(23)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(27)

野口 皐陽・宮澤 諒 (長野日大) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 後藤 孔明・丸山 滉平 (長野工業)

(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(17)

寺島 丈生・平田 翔也 (長野工業) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────28 小渕 創平・古田 准也 (須坂創成)

(34)　　├────┴────┤　　(35)

松澤 啓大・瀧澤 響 (屋代) 10─────────┐　　　　　　　　　│ (36) │　　　　　　　　　┌─────────29 横山 大智・山嵜 恭平 (市立長野)

(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(18)

宮尾 正寿・吉池 優希 (長野俊英) 11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30 原 訓希・小島 颯野 (須坂創成)

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(28)

田中 陸久・山田 碧斗 (篠ノ井) 12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────31 中島 駿都・髙橋 清椰 (坂城)

(24)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(19)

樋口 太我・宇田 将浩 (飯山) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────32 山岸 優月・田中 晴時 (篠ノ井)

(11)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(33)

高橋 星翔・川俣 由伸 (須坂創成) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────33 堀 航大・堺澤 望 (長野)

(31)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

湯瀬 颯真・北村 眞悟 (長野南) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────34 山口 統生・佐藤 貴晃 (須坂)

(12)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(29)

深津 誓也・風間 省吾 (篠ノ井) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────35 塚田 知明・関 蒼眞 (長野西)

(25)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(5)

倉石 大暉・北澤 廉心 (長野工業) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────36 日宇 航輝・福島 慎平 (須坂創成)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

野﨑 日陽・東 陽向 (須坂) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ 　　　　　　　　　└─────────37 片岡 生吹・清野 来夢 (長野吉田)

(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　

竪谷 晴・小林 恵大 (長野吉田) 19─────────┘　　　　　　　　　



令和２年度北信地区高校２年生バドミントン大会 男子シングルス

赤澤 凱円 (長野工業) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────36 島田 真尋 (中野西)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(22)

大日方 智弥 (長野工業高専) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────37 北村 拓実 (更級農業)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(4)

松本 祐汰 (松代) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────38 滝澤 広大 (長野南)

(38)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(46)

我山 翔流 (長野俊英) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────39 丸山 豪 (松代)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(23)

山岸 颯柊 (屋代南) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────40 小山 栞凜 (長野西)

(54)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(58)

冨岡 拓弥 (須坂創成) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────41 日詰 由伸 (長野工業)

(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(24)

栗田 智也 (更級農業) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────42 上島 大平 (長野東)

(39)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(47)

板倉 涼太郎 (長野日大) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────43 福澤 由基 (長野工業高専)

(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

小山 貴司 (須坂東) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────44 黒岩 聖未 (中野立志館)

(62)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(64)

南澤 星流 (松代) 10─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────45 小林 悠羅 (長野俊英)

(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(26)

石橋 聖悟 (須坂東) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────46 北村 善 (松代)

(40)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(48)

松崎 優大 (市立長野) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────47 青山 祥大 (須坂東)

(11)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(27)

若林 愛也 (長野南) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────48 北村 航 (須坂)

(55)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(59)

佐久間 幸太朗 (長野工業高専) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────49 松下 直人 (市立長野)

(12)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(28)

牧 諒人 (更級農業) 15─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────50 近藤 利樹 (更級農業)

(41)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(49)

小林 拓矢 (中野立志館) 16─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────51 大日方 悠稀 (北部)

(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(29)

神林 励旺 (長野) 17─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────52 西澤 輝 (屋代南)

(66)　　├────┴────┤　　(67)

佐藤 裕斗 (須坂東) 18─────────┐　　　　　　　　　│ (68) │　　　　　　　　　┌─────────53 佐藤 康平 (須坂東)

(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(30)

長﨑 拓未 (長野吉田) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────54 大内 匠也 (長野西)

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(50)

武田 拓磨 (須坂) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────55 知野 純大 (長野)

(42)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(31)

青木 翔 (松代) 21─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────56 丸山 琉斗 (長野日大)

(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(60)

酒井 碧士 (坂城) 22─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────57 上原 昇悟 (長野工業高専)

(56)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(32)

山田 康生 (長野西) 23─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────58 松橋 怜音 (長野工業)

(16)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(51)

竹節 翔吾 (中野立志館) 24─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────59 新井 晏明 (長野南)

(43)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(33)

高橋 唯真 (長野工業) 25─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────60 宮原 希明 (長野俊英)

(17)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(65)

髙野 泰生 (更級農業) 26─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────61 中村 飛翔 (中野立志館)

(63)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(34)

中島 優夜 (北部) 27─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────62 森 一翔 (飯山)

(18)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(52)

小林 大陽 (更級農業) 28─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────63 荒井 宏太 (更級農業)

(44)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(35)

丸山 瑠雅 (松代) 29─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────64 久保田 慎吾 (坂城)

(19)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(61)

德武 拓実 (中野西) 30─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────65 竹村 陽翔 (松代)

(57)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(36)

鎌田 大輔 (市立長野) 31─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────66 上原 大樹 (篠ノ井)

(20)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(53)

室伏 琉人 (長野工業高専) 32─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────67 有馬 湧太 (長野俊英)

(45)　　├───────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(5)

山﨑 莉央 (屋代南) 33─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────68 富岡 亮太 (長野工業)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(37)

西澤 雄貴 (須坂東) 34─────────┘　　　　　　　　　│ │ 　　　　　　　　　└─────────69 大久保 翔太 (長野商業)

(21)　　├───────────┘　　　　　　　　　
市川 拓之親 (長野俊英) 35─────────┘　　　　　　　　　



令和２年度北信地区高校２年生バドミントン大会 女子ダブルス

酒井 優花・森 あかね (長野商業) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────16 田尻 彩七・三室 杏 (長野商業)

(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(18)

野治 恭子・松尾 有紗 (篠ノ井) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────17 池澤 美月・櫻井 花実 (屋代)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(8)

荒井 美桜・竹内 花乃 (屋代) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────18 畔上 莉歩・平田 心瑚 (飯山)

(22)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(24)

竹田 結美・早川 珠莉 (中野西) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────19 金井 乃琉・大原 知夏 (篠ノ井)

(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)

市村 華音・髙原 莉子 (篠ノ井) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────20 樽田 初花・小日向 とも (長野南)

(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(19)

坂口 結香・山﨑 友紀 (須坂) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21 山嵜 なお香・山田 愛葵 (中野立志館)

(3)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(10)

小松 明花里・大平 歩果 (長野南) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────22 白井 香花・深瀬 琴音 (長野吉田)

(26)　　├────┴────┤　　(27)

待井 未有・石坂 藍理 (須坂創成) 8─────────┐　　　　　　　　　│ (28) │　　　　　　　　　┌─────────23 本井 彩希・篠井 唯香 (長野東)

(4)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)

山本 かりん・桑原 玖実 (屋代) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────24 佐藤 光希・新津 凜 (篠ノ井)

(16)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

大石 あかり・古川 柚光 (長野吉田) 10─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 玉井 香美・福島 楠菜 (長野南)

(5)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(12)

宮坂 花南・新津 菜々 (長野南) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26 山﨑 恋奈・丸山 里紗 (屋代)

(23)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

丸山 愛梨・宮嶋 菜々美 (篠ノ井) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────27 堤 優菜・井磧 彩乃 (篠ノ井)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(13)

山本 理紗・河上 萌香 (中野立志館) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 松木 咲和・渡邊 日菜子 (長野吉田)

(17)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

氷熊 彩・𠮷池 理紗 (長野南) 14─────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────29 竹節 世音花・木内 香菜葉 (長野)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　

高橋 沙耶・徳武 千凪 (市立長野) 15─────────┘　　　　　　　　　
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田中 舞 (長野俊英) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────21 大塚 陽華梨 (中野立志館)

(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(17)

小泉 望恵 (長野女子) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────22 坂口 愛実 (須坂)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(5)

細田 愛奈 (北部) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────23 久保 舞悠弥 (長野日大)

(25)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(29)

小林 萌 (長野日大) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────24 滝 祥乃 (長野西)

(10)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(18)

鈴木 秋音 (飯山) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────25 三澤 音葉 (長野商業)

(33)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(35)

玉井 みのり (長野日大) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────26 磯野 采音 (須坂東)

(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(19)

内山 愛 (長野西) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────27 田尻 愛実 (長野東)

(26)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(30)

北村 望美 (長野吉田) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────28 吉見 彩里 (長野西)

(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(6)

成田 珠彩 (屋代南) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────29 中本 翔乙理 (長野工業)

(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(20)

河﨑 とこ葉 (長野) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────30 原山 舞 (長野吉田)

(37)　　├────┴────┤　　(38)

長谷川 美優 (長野吉田) 11─────────┐　　　　　　　　　│ (39) │　　　　　　　　　┌─────────31 青木 莉音 (長野西)

(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)

目黒 麻弥 (長野西) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 岡田 一紗 (北部)

(3)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(7)

山浦 穂月 (長野女子) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────33 井原 里菜 (長野日大)

(27)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(31)

星野 萌 (長野日大) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────34 水上 恋 (長野南)

(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)

宮尾 虹胡 (長野) 15─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────35 古川 華鈴 (長野女子)

(34)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(36)

青柳 花琳 (屋代南) 16─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────36 遠藤 陽子 (長野日大)

(15)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)

山口 ゆい (須坂) 17─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────37 滝沢 天寧 (篠ノ井)

(28)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(32)

葛口 愛未 (長野日大) 18─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────38 岡村 南美 (長野西)

(4)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(8)

宮川 叶愛 (須坂東) 19─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────39 赤沼 里穂 (屋代南)

(16)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)

鶴田 渚菜 (長野西) 20─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────40 水上 想世 (長野)



1 2 3 3 1 2 3 3

久保田智也 宮澤弘治 安藤祐太 高橋大樹 植木　環 原みゆき 小林由佳 竹内杏奈
(長野商業) (長野商業) (松代) (市立長野) (中野西) (長野西) (市立長野) (長野高専)
山田駿介 長野純季 田中航陽 杉浦　怜 米倉夏子 新津美里 涌井美貴 宮本沙綾香
下平周也 丸山　洸 丸山恭平 宮本　樹 丸山　愛 小林央可子(1) 川井詠美 清水夏葵

(長野) (須坂) (須坂商業) (市立長野) (長野西) (長野西) (須坂商業) (長野商業)

原亮太郎 北村大輔 大石勇登 谷澤敬斗 滝沢智慧 小林央可子 山田ひとみ 小林加奈
杉山雅志 筒井隆介 清水雄太 丸山瑞葵 倉嶌花奈 小田切萌恵 黒岩　葉 碓井　綾
(長野商業) (長野吉田) (長野吉田) (長野商業) (長野商業) (長野西) (須坂商業) (市立長野)
井澤大志 児玉祥太 松崎孝輔 森　健人 市川麻弥 関　希望 梅澤佳央 池田季愛
(長野商業) (長野) (飯山) (松代) (須坂商業) (中野西) (長野商業) (須坂商業)

坂井里史 山崎聖矢 宮島暁之 小澤慎吾 冨澤実月 西原佳菜子 宮澤麻実 宮岡楓
井上宥希 丸山椋大 浦野将平 上野雄太 冨澤映月 坪井佑美 名取真優 竹本朱映
(長野商業) (長野商業) (長野西) (中野立志館) (中野西) (須坂商業) (長野商業) (市立長野)
中澤賢史 長田翼佐 小山　翔 倉嶌雅也 小林万希子 戸谷南月 由井　晶 冨澤理沙子

(長野) (長野商業) (坂城) (松代) (長野) (長野日大) (学園長野) (長野清泉)
座光寺直人 安藤拓実 曽根豪太 横田和樹 中村　英 坂本亜衣 新井琴理 瀬下舞香

原　崚章 吉澤隼弥 森　俊博 宮内友也 坂本麻衣 松本彩花 柳澤知里 金子朱里
(長野商業) (長野商業) (長野吉田) (長野商業) (長野商業) (市立長野) (市立長野) (長野西)
中村友也 酒井友也 古川陵頌 三五優作 滝沢桃奈 佐藤夏菜 松島茉央 矢島沙織
(長野吉田) (長野商業) (中野立志館) (市立長野) (長野商業) (須坂東) (長野工業) (長野)

竹村三四郎 上澤憲人 田中智大 畔上　颯 清水真奈 和田あお葉 宮岡もみじ 吉澤杏珠
水島歩夢 山口翔悟 松村寛太 西澤　平 原山　葵 川浦千穂 神田有希奈 酒井くるみ
(長野西) (須坂創成) (長野) (北部) (長野日大) (長野商業) (北部) (長野西)
中澤　望 上條龍也 坂田　涼 北村雄人 星沢美琴 牛木晴子 和田菜摘 武田菜奈美
(長野吉田) (長野商業) (須坂) (市立長野) (市立長野) (長野) (須坂創成) (松代)

塩釜 有紀彦 新井 拓真 高嶋 健人 上條 翔大 宮川 郁佳 西本 千夏 工藤 姫香 寺島 いぶき
葛口 愛大 山崎 岳斗 中村 祐太 榎本 光希 大塚 果穂 鈴木 日奈子 髙松 柚香 児玉 香穂
(長野日大) (長野東) (長野商業) (長野南) (市立長野) (長野) (篠ノ井) (中野西)
小林 陸 髙栁 佑太 今野 ひかる 千葉 虎哲 戸谷 紗理奈 松島 菜央 山口 花穂 芦澤 友里絵

(長野日大) (長野高専) (長野東) (市立長野) (長野商業) (須坂創成) (市立長野) (須坂)

中村 竜也 中澤 亮太 長野 大哉 和田 龍磨 岡村 彩里 風間 星那 杉本 沙里奈 矢島 春菜
今井 太一 岩下 颯真 三浦 雄也 田上 諒平 水上 沙蘭 鈴木 結衣 依田 すずか 新井 まどか
(長野商業) (長野日大) (長野東) (長野俊英) (屋代) (長野商業) (篠ノ井) (長野)

寺島 柊杜 瀧澤 勇人 飽田 英歩 村山 宗世 市橋 璃奈 千葉 桃 小林 愛郁 柴田 さな子
(市立長野) (長野日大) (長野日大) (長野工業) (市立長野) (市立長野) (市立長野) (長野吉田)

清水 大和 古畑 佑真 瀧澤 陵太 下田 航輝 和田 愛未 篠原 愛実 望月 寿々香小林 萌々花
髙野 涼 山本 隆平 戸澤 一誠 塚田 勇帆 井上 舞香 牧 葉澄 東 莉奈子 原 美鈴

(市立長野) (長野商業) (屋代) (市立長野) (市立長野) (須坂) (須坂創成) (長野商業)

金子 渉 北村 幸陽 山岸 歩武 黒岩 幹太 樋口 佳那 古市 寧音 想田 千尋 筒井 真衣
(市立長野) (須坂創成) (須坂東) (長野高専) (長野) (学園長野) (市立長野) (長野商業)

第
8
回

H29
(2017)

複

単

第
7
回

H28
(2016)

複

単

大雪のため中止

ダブルスのみ実施

第
2
回

第
4
回

第
5
回

H25
(2013)

H26
(2014)

複

単

第
3
回

北信地区２年生大会　栄光の足跡　(2010より開催)
年度

男子 女子

H23
(2011)

複

単

シングルスのみ実施第
1
回

H22
(2010)

複

単

第
6
回

H27
(2015)

H24
(2012)

複

単

複

単

第
11
回

R2
(2020)

複

単

第
9
回

H30
(2018)

複

単

第
10
回

H31
(2019)

複

単


